弥生セミナー

弥生塾（訪問指導）

弥生では、購入後も安心してご利用いただけるように、
各種「教育サービス」をご用意しております。

弥生セミナー
使ってはいるけど
これで良いの？
導入したけど
何からすれば…？

ちゃんと
使いたいけれど
どうすれば？

業務ソフトの導入や運用には色々な悩みがございます。
弥生セミナーでは製品の導入から運用にあたっての流れを、専用テキストを使って、実際に操作して学習できます。
お客さまの目的に合わせた各種コースをご用意しておりますので、幅広いお客さまにご活用いただけます。

実際に操作して学習できます
内容別にコースを用意。ご希望のコースを選ぶことができます
セミナー後も専用テキストで自己学習（復習）できます

弥生セミナーがお客さまの製品活用をお手伝いいたします。

弥生塾
自社のデータで
実際の操作を具体的に
うちの会社の業務に
合った使い方を
個別に聞きたい

確認したい

製品インストールや
ネットワークの設定を
自分達でやるのは…

「自社業務のこれが聞きたい！」、
「これをやってほしい！」という方にお勧めの、訪問サービス「弥生塾」がございます。
弥生塾では弥生シリーズのインストールやネットワークサーバーの設定、弥生製品の操作指導まで、
お客さまのニーズに合わせた幅広いコースをご用意しております。

お客さまのオフィスに訪問して個別のご相談に対応します
マンツーマンでお客さまのペースに合わせてご説明します
ネットワーク設定の不安も解消できます

弥生塾がお客さま個別のご要望にお応えいたします。

弥生セミナー
弥生製品を実際に操作しながら学習します。
セミナーは、少人数制で実務に即したテキストを使用するのでわかりやすく、
受講されたその日から、これまでよりも確実に、一歩進んだ業務処理をこなせます。
※2011年12月現在のコースとなります。
内容は事前の告知なく変更される場合もございます。

コースのご紹介

あんしん導入コース
コース名

●購入したばかりの方に最適

●無料導入サポート期間中の方は無料で受講できます（弥生だけの購入特典）

時間

価格（税込）

内

容

●弥生会計を利用するために必要なこと ●事業所データの作成
●科目の登録方法 ●開始残高の入力 ●環境設定ウィザード
●データのバックアップ ●製品ヘルプの有効な活用方法

弥生会計
あんしん導入コース
弥生販売
あんしん導入コース

70分

¥5,250

●弥生販売を利用するために必要なこと ●事業所データの作成
●台帳の登録方法 ●開始残高入力 ●導入時期と登録する残高
●データのバックアップ ●製品ヘルプの有効な活用方法

無料導入サポート
期間中の方は無料

●弥生給与を利用するために必要なこと ●給与データの作成
●各種設定内容の確認（給与規定等） ●従業員の登録
●データのバックアップ ●製品ヘルプの有効な活用方法

弥生給与
あんしん導入コース

※「やよいの青色申告」
「やよいの見積・納品・請求」
「弥生顧客」製品向けの「あんしん導入コース」はございません。
※「弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー」および「弥生販売 プロフェッショナル 2ユーザー」の無料導入サポート期間中に、複数名で受講をご希望のお客さまも
2人目以降は有料（￥5,250／1名）
となります。
※「弥生会計 ネットワーク」
「弥生販売 ネットワーク」製品には、無料導入サポート期間はありません。受講をご希望の場合は、お1人さまにつき、有料（￥5,250）で受講
することができます。

導入設定コース
日常処理コース
コース名

弥生会計

弥生販売

弥生給与

●もっと詳しく学習したい方や、担当変更などで操作習得が必要な方に最適
●「無料導入サポート」
「あんしん保守サポート」期間中の方は、20%OFFで受講できます

時間

価格（税込）

導入設定
120分 ¥12,600
コース
日常処理
120分 ¥12,600
コース
導入設定
コース

※お得なセットコース
があります。

各製品の

導入設定コース
と

日常処理コース

90分

¥9,450

日常処理
150分 ¥15,750
コース
導入設定
150分 ¥15,750
コース
日常処理
コース

内

90分

の両方を
受講した場合

合計 ¥25,200

導入設定・日常処理
セットコース

¥21,000

¥9,450

容

●各種設定（基本から応用的なものまで）
●勘定・補助科目の登録・修正・削除 ●保有する固定資産の登録
●入力前の便利な設定機能（取引辞書・付箋）
●取引入力前に知っておきたい環境設定について
●伝票や帳簿の入力（検索・修正・削除・印刷）
●集計表の作成（日次資料・月次資料）
●各種設定（基本から応用的なものまで）
●台帳登録（得意先・商品・その他）
●台帳操作（複写・各種印刷・絞り込み・台帳コードの変更）
●販売管理業務（見積・受注・売上・請求入金処理・売掛残高一覧・元帳）
●売上管理資料の作成（条件設定とレポートの追加）
●在庫管理業務（在庫確認と棚卸・管理資料の作成）
●基本情報設定（住民税納付先・金融機関・給与規定）
●明細項目・計算単価・単価テーブルの設定
●明細書レイアウトの設計 ●従業員の登録（入社・退職・休職）
●給与計算処理 ●賞与計算処理
●随時処理（給与の昇給算定・社会保険や雇用保険料率の改定）
●集計表の作成（レイアウト設定と集計表の追加）

※「弥生会計 ネットワーク」
「弥生販売 ネットワーク」製品のコースはございませんが、導入設定や日常処理の操作方法はプロフェッショナル／スタンダード製品と共通
する部分が多いため、
「導入設定／日常処理コース」で基本操作を習得していただくことができます。なお、ネットワークに関する運用説明は行いません。

●期間限定や法令改正等で開催される特別なコース
●「無料導入サポート」
「あんしん保守サポート」期間中の方は、20%OFFで受講できます

特別コース
コース名

弥生給与
年末調整コース

時間

価格（税込）

150分

¥15,750

内

容

給与計算事務処理の中で最も大変な作業である『年末調整』をより効率
的に、また、間違いなく行うために、弥生給与を使用した年末調整の手順
をご説明します。

http://www.yayoi-kk.co.jp/school/
弥生セミナーの詳細、お申し込みはこちらから

弥生セミナー

検索

弥生塾

直接指導だから
わかりやすい！

初めてでも、安心。
弥生なら買ってすぐに業務を始められる「弥生塾」があります。
お客さまのオフィスにお伺いして、お客さまの状況に合わせてご質問をお聞きしながら
説明し、弥生製品の処理手順、操作スキルを身につけていただきます。また、導入時に
必要な弥生シリーズのインストール作業やネットワーク設定のお手伝いなど、お客さま
個別のご要望にもお応えいたします。
※2011年12月現在のコースとなります。
内容は事前の告知なく変更される場合もございます。

コースのご紹介（必要に合わせて組み合わせが可能です）

操作指導
商品コード

●弥生製品の設定や操作を弥生認定マスターインストラクターがマンツーマンでお教えします
●3時間コースと5時間コースの2タイプをご用意しております
コース名

内

容

価格
（税込）

510101

操作指導 3時間コース※

操作指導 3時間

¥52,500

510102

操作指導 5時間コース※

操作指導 5時間

¥84,000

※各コースの時間は1回の訪問に対する指導時間です。複数回に分けて指導することはできませんので予めご了承ください。

インストール・
ネットワーク設定
商品コード

●弥生シリーズに関する製品等のインストール、設定をお客さまに代わって対応いたします
●必要な作業を組み合わせて、効率的に導入することができます
コース名

内

容

価格
（税込）

510103

弥生アプリケーション

弥生アプリケーションのインストール

¥31,500

510104

SQL Server Express※1

弥生製品に同梱されている
SQL Server Expressのインストール

¥52,500

510105

SQL Server（with SQL専用）※2

弥生ネットワーク製品に同梱されている
SQL Serverのインストール

510106

クライアントアプリケーション 1 台※3

弥生アプリケーション（ネットワーク・クライアント
に限る）のインストール

¥10,500

510107

ネットワークプリンタ 1台※3

ネットワークプリンターの設定

¥10,500

¥105,000

※1「弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー」
「弥生販売 プロフェッショナル 2ユーザー」のセットアップはこのコースとなります。
※2 SQL Serverのセットアップとクライアント1台分のインストールが含まれます。
※3 単独でのお申し込みはできません。同時に製品コード510104および510105いずれか1種類以上のコースとのお申し込みが必要です。

オプション
商品コード

●お客さまの個別のご相談に対応いたします
（例：バージョンアップに伴うデータコンバート、販売帳票レイアウタ作成、給与カスタム計算式作成）
コース名

510113

弥生塾 オプションコース 1

510114

弥生塾 オプションコース 3

510115

弥生塾 オプションコース 5

内

容

価格
（税込）

¥10,500
お客さま個別のご依頼に対応するコースです。
注：弥生塾認定会社と事前の確認が必要です。

¥31,500
¥52,500

インストラクターの訪問に伴う出張費等に関しては別途費用がかかります。出張費等については、ご依頼時に依頼先の
「弥生塾認定会社」と事前に金額と支払方法をすり合わせの上、
「弥生塾認定会社」にお支払いください。

http://www.yayoi‐kk.co.jp/yayoijuku/
弥生塾の指導内容例、製品別ご利用例はこちらから

弥生塾

訪問指導

検索

弥生セミナー
Q
A

Q& A

一般的に弥生セミナーは製品の購入直後に受講するという印象がありますが、
実際はどのような方が受講されているのでしょうか？

2年以上〜
38%

弥生セミナーは、製品のご利用年数に関係なく受講いただいております。
弥生セミナーは、初心者はもちろん、弥生製品を長くご利用いただいている方にも受講
していただいております。
「初めて使うので流れを覚えたい」、
「ある程度使えるけどもっと使いこなしたい」、
「担当者の変更で使うことになったから」など、様々なケースで受講されております。

4ヶ月未満
38%

1年以上〜 4ヶ月以上〜
2年未満 1年未満
14%
10%
※受講者を対象に調査

受講者の声

少人数でのセミナーだったので、1つ1つ理

これまではその都度マニュアルを読んでいま

解しながら進めることができました。また、

したが、なかなか流れまでを掴むことができま

わからないことはその場ですぐに解決でき

せんでした。セミナーに参加して業務の流れ通

たことも良かったと思います。

りに教えてもらうことで理解が深まりました。

弥生製品初心者のAさん

弥生製品初心者のBさん

知らなかった機能を教えてもらえたので、

表計算のExcelに入力して作っていたもの

マニュアルはほとんど見ずに使用していまし

入力作業をスピードアップすることができま

が、弥生製品のメニューから簡単に書き出

たが、セミナーを受講して細かいポイントや

した。

しできることを知って助かりました。

便利機能を教えてもらえて、すぐに実務に役
立ちました。

弥生製品経験者のCさん

弥生製品経験者のDさん

弥生製品経験者のEさん

弥 生 塾 Q& A
Q

弥生塾を利用する場合の一般的な購入例があれば教えてほしい。
インストール・ネットワーク設定の
ご利用例
『 弥生会計（または販売）ネットワーク
5ライセンス with SQL』の購入に合わ
せてセットアップを依頼する場合

商品コード

A

よく利用されている購入例を以下にご紹介します。

コース名

単価

数量

価格
（税込）

510105

専用）※

SQL Server（with SQL

¥105,000

1

¥105,000

510106

クライアントアプリケーション 1 台

¥10,500

4

¥42,000

510107

ネットワークプリンタ 1台

¥10,500

1

¥10,500

※SQL Serverのセットアップとクライアント1台分のインストールが含まれます。
『弥生会計（または販売）プロフェッショナル ２ユーザー』の場合は「510104」をご利用ください。
「510104」で
SQL Server Expressと弥生製品のインストールをいたします。

訪問指導コースのご利用例
お客さまのご要望に応じて内容は変更
できます の で 、内 容 に 合 わ せ て 利 用
コース、回数を選択ください。

指導依頼内容

申込コース

使用ソフト

得意先台帳整備の相談。コードの取り方や管理
しやすく変更するためのアドバイス

操作指導
3時間コース

弥生販売プロフェッショナル
2ユーザー

自社に合わせた勘定科目や部門、辞書等の追加
設定から日常入力、管理資料作成と質疑応答

操作指導
3時間コース×2回

弥生会計ネットワーク
3ライセンス

Q

旧製品からバージョンアップした際のデータコンバートをお願いしたい場合は、
どのコースを申し込めばよいのでしょうか？

A

オプションコースの組み合わせにて対応いたします。
データコンバート作業は、コンバートするデータによって作業量が大きく変わる
ため、事前のお見積りが必要です。
カタログ裏表紙に記載されている「サービスご利用の流れ」の「弥生塾オプション
コース」に従って事前にお問い合わせください。

データコンバートのお見積りの際には、
以下の項目をあらかじめご確認の上
お問い合わせください。
●現在ご使用中（コンバート元）の
プログラムのバージョン
●コンバートしたいデータ数
●データバックアップサイズ
（複数ある場合はそれぞれのサイズ）

※データコンバート作業は、データ数やデータ量に応じて時間がかかるため、原則として事前にバックアップデータをお預かりしての作業となります。
※バックアップデータが破損している場合はコンバート作業は行えません。修復作業は料金に含まれませんのでご了承ください。

サービスご利用の流れ
弥生セミナー
STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

セミナー検索

セミナー予約

受講料支払

受講票受取

セミナー受講

弥生塾
操作指導、インストール・ネットワーク設定コース
STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

弥生塾ご購入

弥生の
ホームページから
認定会社を選択

申込書に
必要事項を記入し
FAX申込

認定会社より
確認のご連絡と
詳細ご確認

サービス当日

※どのコースが必要かなど、
ご不明な点は事前に
ご相談ください。

オプションコース
STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

弥生もしくは
認定会社へ
ご相談

作業内容と
費用のご確認

弥生塾ご購入

ご相談した
認定会社へ
FAX申込

サービス当日

弥生塾認定会社の検索はこちらから

http://www.yayoi-kk.co.jp/yayoijuku/

弥生セミナーをご利用いただく際のご注意
●この商品でサービスが受けられるソフトウェアは、弥生の業務ソフトウェアです。
●この商品は、返品や契約解除、返金等はできません。
●セミナーの日程は随時更新されますので、最新の日程は弥生ホームページでご確認ください。
●地域によって開催していない場合がございます。予めご了承ください。

弥生塾をご利用いただく際のご注意
●この商品でサービスが受けられるソフトウェアは、弥生の業務ソフトウェアです。
●この商品は、返品や契約解除、返金等はできません。
●訪問作業は、原則として土・日・祝祭日を除く平日9：00〜17：00となります。
［弥生塾認定会社］との間に別途料金が発生します。
●当日、お申し込み当初の内容以外や追加での作業が発生した場合は、後日、
「入力代行」
「オリジナルフォーム作成」
「データコンバート」等の
●【弥生塾】の操作指導コース、インストール・ネットワーク設定コースでは、
個別対応は行っておりません。事前のお見積りにてオプションコースをご利用ください。
●複数コンピューターまたは、3人以上となる場合は別途弥生セミナーをご利用ください。
●インストール・ネットワーク設定コースは、弥生シリーズ製品のプログラムのセットアップにのみ有効です。弥生製品以外のアプリケーション
セットアップやネットワーク機器接続作業等は一切含まれておりません。
●インストール・ネットワーク設定インストールコースの場合は、ハードディスクにOSがインストールされた環境の指定されたフォルダにインストール
します。弥生ネットワーク製品のセットアップを行う場合には、ネットワーク環境構築を完了させておいてください。サーバー、クライアントともに
インストール対象となるすべてのマシンの設置・組み立て、OSインストール、ネットワーク環境等が整っていることが前提となります。
●複数回での指導を希望される場合は、あらかじめ【弥生塾】パッケージを必要回数分ご購入ください。
●インストラクターの訪問に伴う出張費等に関しては別途費用がかかります。出張費等については、ご依頼時に依頼先の「弥生塾認定会社」と
事前に金額と支払方法をすり合わせの上、
「弥生塾認定会社」にお支払いください。
●販売店
本
社 ／ 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町17番地 SIA神田スクエア
大 阪 支 店 ／ 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル7F
名 古 屋 営 業 所 ／ 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-45-7 松岡ビルディング9F

TEL:03-5207-8841 FAX:03-5207-8850
TEL:06-4707-7165 FAX:06-4707-7159
TEL:052-581-5977 FAX:052-581-5979

福 岡 営 業 所 ／ 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル7F

TEL:092-725-0825 FAX:092-725-0824

BCG-111300-K

